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(57)【要約】
【課題】遊技の趣向性を向上させることが可能な遊技機
を提供すること。
【解決手段】複数の報知箇所２０、および、当該複数の
報知箇所２０のそれぞれに対応づけられたものであって
当該複数の報知箇所２０よりも前に設定される事前箇所
１０を含み、遊技者に有利な事象が発生する場合には、
前記複数の報知箇所２０のいずれかにて当該事象が発生
することを報知する特定演出を実行する演出実行手段を
備え、前記特定演出における前記複数の報知箇所２０の
うちの最後である特定報知箇所２０ｓ以外の一または複
数の通常報知箇所２０ｎについては、対応する前記事前
箇所１０にて所定条件が満たされない限り、遊技者に有
利な事象が発生することの報知がなされないことを特徴
とする遊技機１とする。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の報知箇所、および、当該複数の報知箇所のそれぞれに対応づけられたものであっ
て当該複数の報知箇所よりも前に設定される事前箇所を含み、遊技者に有利な事象が発生
する場合には、前記複数の報知箇所のいずれかにて当該事象が発生することを報知する特
定演出を実行する演出実行手段を備え、
　前記特定演出における前記複数の報知箇所のうちの最後である特定報知箇所以外の一ま
たは複数の通常報知箇所については、対応する前記事前箇所にて所定条件が満たされない
限り、遊技者に有利な事象が発生することの報知がなされないことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技者が操作可能な操作手段を備え、
　前記事前箇所は、遊技者に対し、前記操作手段の操作が要求されるものであり、
　前記通常報知箇所については、対応する前記事前箇所における前記操作手段の操作が要
求される通りのものとならない限り、遊技者に有利な事象が発生することの報知がなされ
ないことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記所定条件が満たされた場合にはある前記通常報知箇所において遊技者に有利な事象
が発生することの報知がなされることが決定されたものの、当該ある通常報知箇所に対応
する前記事前箇所にて前記所定条件が満たされずに当該事象が発生することの報知がなさ
れなかったとき、当該ある通常報知箇所の次の通常報知箇所に対応する前記事前箇所にて
前記所定条件が満たされた場合には、当該次の通常報知箇所にて当該事象が発生すること
の報知がなされることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記所定条件が満たされた場合にはある前記通常報知箇所において遊技者に有利な事象
が発生することの報知がなされることが決定されたものの、当該ある通常報知箇所に対応
する前記事前箇所にて前記所定条件が満たされずに当該事象が発生することの報知がなさ
れなかったときには、前記特定報知箇所にて当該事象が発生することの報知がなされるこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遊技機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機において、当否判定結果等、遊技者に有利な事象が発生することの報知タイミン
グは、遊技の趣向性を左右する重要な要素である。下記特許文献１等に記載されるように
、当該報知タイミングの制御に関する技術が種々提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－０９３９６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、遊技の趣向性を向上させることが可能な遊技機を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、複数の報知箇所、および
、当該複数の報知箇所のそれぞれに対応づけられたものであって当該複数の報知箇所より
も前に設定される事前箇所を含み、遊技者に有利な事象が発生する場合には、前記複数の
報知箇所のいずれかにて当該事象が発生することを報知する特定演出を実行する演出実行
手段を備え、前記特定演出における前記複数の報知箇所のうちの最後である特定報知箇所
以外の一または複数の通常報知箇所については、対応する前記事前箇所にて所定条件が満
たされない限り、遊技者に有利な事象が発生することの報知がなされないことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、遊技の趣向性を向上させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】表示装置の表示領域に表示される識別図柄と保留画像を示した図である。
【図３】特定演出の流れを説明するための図である。
【図４】特定演出の概要を示した図である。
【図５】基本制御を説明するための図である。
【図６】特殊制御を説明するための図である。
【図７】第一具体例を説明するための図（その一）である。
【図８】第一具体例を説明するための図（その二）である。
【図９】第一具体例を説明するための図（その三）である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の一実施形態にかかる遊技機１（ぱちんこ遊技機）について図面を参照し
て詳細に説明する。まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【０００９】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する発射通路５０を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けら
れている。
【００１０】
　遊技領域９０２には、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口９０７などが設け
られている。各種演出を実行する表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成さ
れた開口９０１を通じて視認可能となる領域である。なお、表示領域９１１の形状等は適
宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、表示装置９１自体の形状や大きさを変更
することで表示領域９１１の形状等を変更することができる）。
【００１１】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１２】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１３】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１４】
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　大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始動入賞口９０
４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口９０４は複数設けられ
ていてもよい）。具体的には、始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源か
ら数値（以下、当否判定情報と称することもある）が取得され、当該数値が予め定められ
た大当たりの数値と同じである場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。
本実施形態では、公知の遊技機と同様に、大当たりとなる場合には、識別図柄８０（図２
参照）が所定の組み合わせ（例えば同じ図柄の三つ揃い）となることによって報知され、
それ以外の組み合わせが表示された場合にははずれとなる。
【００１５】
　本実施形態では、上記当否判定のための数値が取得された順に当否判定結果の報知が開
始される（識別図柄８０の変動が開始される）こととなるが、ある数値が取得されたとき
に、それより前に取得された数値に基づく当否判定結果が報知されている際には、当該あ
る数値に基づく当否判定結果の報知が開始されるまで、図示されない制御基板に設けられ
た記憶手段に記憶される。未だ当否判定結果の報知（識別図柄８０の変動）が開始されて
いない数値（当該数値のそれぞれに対応するものが「保留（情報）」である。保留（情報
）は当否判定情報の下位概念であるといえる）の最大の記憶数（最大保留数）は適宜設定
することができる。本実施形態における記憶手段が記憶できる最大保留数は、一種の始動
入賞口９０４につき四つである。なお、本実施形態では、当否判定結果の報知が開始され
る時点で、取得された数値が大当たりとなる数値か否かが判断されることとなるが、数値
が取得されたときに当否判定を行い、当否判定結果自体を記憶させておく構成としてもよ
い。また、取得された数値は、当否判定結果を報知する演出の具体的な内容を決定するた
めの数値としても利用される。
【００１６】
　本実施形態にかかる遊技機１では、記憶手段に記憶されている当否判定結果の報知が開
始されていない取得された数値（当否判定情報）のそれぞれに対応するマークである保留
画像７０が、表示装置９１の表示領域９１１に表示される。具体的には、当否判定を実行
するための数値が取得された順に並ぶよう、保留画像７０が表示装置９１の表示領域９１
１に表示される（図２参照）。本実施形態では、数値が取得されたタイミングが早いもの
から（いわゆる保留消化が早いものから）順に左から並ぶよう表示される。当否判定結果
の報知は完了していないが、既に当否判定結果を報知する演出（識別図柄８０の変動）が
開始されているもの（いわゆる当該変動）に対応する保留画像７０も表示される。以下で
は、当否判定結果を報知する演出が開始されていないものに対応する保留画像７０を未変
動画像１０１と、当否判定結果を報知する演出が開始されているものに対応する保留画像
７０を当該変動画像１０２と称することもある。保留画像７０は、静止画であってもよい
し動画であってもよい。
【００１７】
　本実施形態にかかる遊技機１は、当否判定結果を報知する報知演出（対応する当否判定
結果を報知する識別図柄の変動開始から変動が停止するまでの演出のことをいう）の一部
として発生しうる特定演出を実行する手段を備える。以下、当該特定演出について詳細に
説明する。
【００１８】
　特定演出は、複数の報知箇所２０および当該複数の報知箇所２０のそれぞれに対応づけ
られた事前箇所１０を含む。各事前箇所１０は、対応する報知箇所２０よりも前に設定さ
れる（発生する）部分である。本実施形態における特定演出は、四つの報知箇所２０およ
び各報知箇所２０に対応する四つの事前箇所１０を含む。以下、四つの報知箇所２０を第
一報知箇所２１～第四報知箇所２４と、第一報知箇所２１～第四報知箇所２４のそれぞれ
に対応する四つの事前箇所１０を第一事前箇所１１～第四事前箇所１４と称することもあ
る。特定演出が最後まで実行される場合、第一事前箇所１１（最初）、第一報知箇所２１
、第二事前箇所１２、第二報知箇所２２、第三事前箇所１３、第三報知箇所２３、第四事
前箇所１４、第四報知箇所２４（最後）の順で各箇所に到達することになる（図３参照）
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。つまり、特定演出は、一つの事前箇所１０と報知箇所２０を一組として、段階的に進行
する演出（本実施形態では最大四段階の演出）であるとみることもできる（図４参照）。
【００１９】
　報知演出にて特定演出が発生する場合、対応する当否判定結果は当該特定演出において
報知されることになる。具体的には、第一報知箇所２１～第四報知箇所２４のいずれかに
て当否判定結果が報知されることになる。演出の内容を決定する演出制御手段（演出制御
用の基板に構築された回路）は、当否判定結果を第一報知箇所２１～第四報知箇所２４の
いずれにて報知するかを前もって抽選により決定する（以下、当該抽選を内部抽選と称す
ることもある）。ただし、後述するように、当該内部抽選により決定された報知箇所２０
にて必ず実際に当否判定結果の報知が行われるとは限らない。内部抽選による決定は、「
仮の決定」であるとみることもできる。
【００２０】
　本実施形態の特定演出は、事前箇所１０にて、遊技者に対して操作手段５０（図１参照
）の操作が促される。操作手段５０の具体的態様はどのようなものであってもよい。本実
施形態における操作手段５０は押しボタンである。また、本実施形態の特定演出では、遊
技者に対し、操作手段５０を一回操作すること（単操作すること）が求められる（図４（
ａ）等参照）。ただし、これはあくまで一例である。操作手段５０を連続操作（いわゆる
連打）することを求めるものとしてもよいし、操作手段５０を維持操作（いわゆる長押し
）することを求めるものとしてもよい。操作手段５０の操作の有無は、図示されないセン
サにより検出される。各事前箇所１０においては、操作手段５０の操作が有効となる操作
有効期間が設定される。また、当該操作有効期間の残り時間（経過時間）を示す表示（メ
ータ等の表示）がなされる。また、遊技者に対して求める操作手段５０の操作態様を示す
表示（例えば「押せ」等の文字の表示）がなされる（図４（ａ）等参照）。
【００２１】
　特定演出にて当否判定結果が大当たりであることの報知が行われることが決定された場
合、いずれかの報知箇所２０にて当該大当たりであることの報知が行われる。当該報知態
様はどのようなものであってもよい。例えば、報知箇所２０にて実行されることがある演
出として成功演出と失敗演出が設定され、当否判定結果が大当たりとなる場合にはいずれ
かの報知箇所２０にて当該成功演出（図４（ｂ）参照）が実行される。一方、当否判定結
果がはずれとなる場合には、全ての報知箇所２０にて失敗演出が実行される。なお、当否
判定結果が大当たりとなる場合であっても、成功演出が実行される報知箇所２０よりも前
の報知箇所２０においては失敗演出（図４（ｃ）参照）が実行される。また、成功演出と
して発生しうる演出として複数種の演出が設定されていてもよい。同様に失敗演出として
発生しうる演出として複数種の演出が設定されていてもよい。また、各報知箇所２０にて
発生しうる成功演出、失敗演出の態様が異なっていてもよい（各報知箇所２０専用の成功
演出、失敗演出が設定される）。
【００２２】
　以下、特定演出にて当否判定結果が大当たりであることの報知が行われることが決定さ
れた場合の制御態様について説明する。以下では、事前箇所１０（後述する対象事前箇所
１０Ｔ）にて所定条件（後述）が満たされた場合の制御（基本制御）と、当該所定条件が
満たされなかった場合の制御態様（特殊制御）について説明する。
【００２３】
　上記内部抽選にて、第一報知箇所２１～第三報知箇所２３のいずれかにて、当否判定結
果が大当たりであることが報知されることが決定（特殊制御時には、当該報知箇所２０に
て大当たりの報知が行われないから、当該決定を以下「仮決定」と称することもある）さ
れたとする（以下、当該内部抽選により大当たりが報知される箇所として仮決定された報
知箇所２０を、対象報知箇所２０Ｔと称することもある）。この場合、対象報知箇所２０
Ｔに対応する事前箇所１０（以下、対象事前箇所１０Ｔと称することもある）にて、所定
条件が満たされた場合には、当該対象報知箇所２０Ｔにて大当たりであることが報知され
る。本実施形態では上記所定条件の成立として「操作有効期間中に操作手段５０が単操作
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されたこと（単操作が検出されたこと）」が設定されている（以下、特に明示した場合を
除き、単に操作というときは「単操作」のことをいうものとする）。つまり、対象事前箇
所１０Ｔにて操作手段５０が操作された場合には、対象報知箇所２０Ｔにて当否判定結果
が大当たりとなることが報知される。
【００２４】
　図５に示す例を用いて基本制御を説明する。内部抽選により、第二報知箇所２２が対象
報知箇所２０Ｔとして仮決定されたとする。この場合、対象事前箇所１０Ｔである第二事
前箇所１２よりも前の事前箇所１０、すなわち第一事前箇所１１において操作手段５０の
操作が促されるものの、第一事前箇所１１において操作有効期間中に操作手段５０が操作
されたとしても、第一報知箇所２１において当否判定結果が大当たりであることは報知さ
れない。当然ではあるが、操作手段５０が操作されない場合も同様に当否判定結果が大当
たりであることは報知されない（操作有効期間の経過を契機として失敗演出が実行される
）。このように、対象報知箇所２０Ｔとされなかった第一報知箇所２１では、操作手段５
０の操作の有無に拘わらず失敗演出が実行される。そして、対象事前箇所１０Ｔである第
二事前箇所１２おいて操作有効期間中に操作手段５０が操作されたときには、所定条件が
満たされたものとして、対象報知箇所２０Ｔである第二報知箇所２２にて当否判定結果が
大当たりであることが報知される。つまり、第二報知箇所２２にて成功演出が実行される
。
【００２５】
　上記のような制御は、第一報知箇所２１や第三報知箇所２３が対象報知箇所２０Ｔとし
て設定された場合も同様である。一方、第四報知箇所２４が大当たりを報知する対象報知
箇所２０Ｔとして設定された場合、対象事前箇所１０Ｔである第四事前箇所１４において
操作有効期間中に操作手段５０が操作されれば、当然第四報知箇所２４にて大当たりの報
知がなされるし、操作有効期間中に操作手段５０が操作されなくても当該操作有効期間の
経過を契機として大当たりの報知がなされる。
【００２６】
　つまり、複数の報知箇所２０のうちの最後の報知箇所２０（本実施形態では第四報知箇
所２４）を特定報知箇所２０ｓとし、それ以外の報知箇所２０（本実施形態では第一報知
箇所２１～第三報知箇所２３）を通常報知箇所２０ｎとする（図３参照）と、通常報知箇
所２０ｎが対象報知箇所２０Ｔとして設定された場合には対象事前箇所１０Ｔにて操作手
段５０の操作がなされることを条件として当該対象報知箇所２０Ｔにて大当たりの報知が
発生するようにするのが基本制御である。
【００２７】
　特定報知箇所２０ｓが対象報知箇所２０Ｔとして設定された場合には操作手段５０の操
作がなされるか否かに拘わらず当該対象報知箇所２０Ｔにて大当たりの報知が発生すると
いうことになる。
【００２８】
　図６に示す例を用いて特殊制御を説明する。上記内部抽選にて、通常報知箇所２０ｎ（
第一報知箇所２１～第三報知箇所２３のいずれか）が対象報知箇所２０Ｔとして仮決定さ
れたとする。この場合、対象事前箇所１０Ｔの操作有効期間中に操作手段５０の操作がな
されなかった場合（所定条件が満たされなかった場合）には、対象報知箇所２０Ｔでは当
否判定結果が大当たりであることの報知はなされないようにするのが特殊制御である。
【００２９】
　つまり、対象報知箇所２０Ｔとして通常報知箇所２０ｎが仮決定されたとき、対象事前
箇所１０Ｔの操作有効期間中に操作手段５０の操作がなされた場合には当該対象報知箇所
２０Ｔにおいて大当たりの報知がなされる（基本制御）ものの、対象事前箇所１０Ｔの操
作有効期間中に操作手段５０の操作がなされなかった場合には当該対象報知箇所２０Ｔに
おいて大当たりの報知がなされない（特殊制御）。
【００３０】
　本実施形態では、特殊制御が実行されたときには、特定報知箇所２０ｓ（第四報知箇所
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２４）にて当否判定結果が大当たりであることの報知がなされる。特定報知箇所２０ｓに
対応する事前箇所１０（第四事前箇所１４）において操作手段５０の操作がなされた場合
にはそれを契機として、操作手段５０の操作がなされなかった場合には操作有効期間の経
過を契機として大当たりの報知が行われる。つまり、仮決定された報知箇所２０（通常報
知箇所２０ｎ）ではなく、最後の報知箇所２０（特定報知箇所２０ｓ）にて大当たりであ
ることの報知がなされるものとする。なお、対象報知箇所２０Ｔとして設定された通常報
知箇所２０ｎ以外の通常報知箇所２０ｎにおいては、操作手段５０の操作の有無に拘わら
ず、大当たりであることの報知がなされることはない。例えば、対象報知箇所２０Ｔとし
て第二報知箇所２２が設定された場合には、第一報知箇所２１や第三報知箇所２３にて大
当たりの報知が行われることはない。
【００３１】
　なお、通常報知箇所２０ｎにて大当たりの報知がなされる（基本制御実行時）というこ
とは、換言すれば、特定演出の途中段階にて当該報知がなされるということである。対象
報知箇所２０Ｔとして通常報知箇所２０ｎ（第一報知箇所２１～第三報知箇所２３）のい
ずれかが設定された場合には、当該対象報知箇所２０Ｔとして設定された通常報知箇所２
０ｎにて大当たりの報知がなされる（基本制御実行時）か、特定報知箇所２０ｓ（第四報
知箇所２４）にて大当たりの報知がなされる（特殊制御実行時）かは、遊技者が操作手段
５０を操作するか否かに依存する。つまり、大当たりの報知タイミングは決まっておらず
、図５、図６を比較すれば分かるように、基本制御実行時の大当たりの報知タイミング（
以下、第一タイミングとする）は、特殊制御実行時の大当たり報知タイミング（以下、第
二タイミングとする）よりも早くなる。したがって、報知演出の時間（識別図柄の変動開
始から停止までのいわゆる図柄変動時間）を同じにするために、基本制御実行時には大当
たりが報知されてから第二タイミングに至るまでの時間（第一タイミングから第二タイミ
ングまでの時間）を埋める演出（補完演出）が実行されることになる（図５参照）。当該
演出の具体的態様はどのようなものであってもよい。
【００３２】
　以上説明したように、本実施形態にかかる遊技機１によれば、複数の報知箇所２０のう
ちの最後の報知箇所２０（特定報知箇所２０ｓ）を除く報知箇所２０（通常報知箇所２０
ｎ）については、対応する事前箇所１０において所定条件が満たされた状態とならなけれ
ば当該報知箇所２０において大当たりの報知がなされることがないという面白みのある演
出態様を構築することが可能である。
【００３３】
　本実施形態のように、操作手段５０の操作が要求通り操作されることが「所定条件の成
立」として設定されているのであれば、遊技者が積極的に演出に関与した場合には特定演
出の途中段階（通常報知箇所２０ｎ）にて大当たりの報知がなされ、遊技者が演出に関与
しなかった場合には特定演出の途中段階での報知が発生しない（最後の報知箇所２０にて
報知が発生する）という演出態様となる。
【００３４】
　以下、上記実施形態にかかる遊技機１を改良、変形、具体化等した具体例について説明
する。なお、以下の各具体例を用いて説明する事項を複数適用した構成としてもよい。
【００３５】
○第一具体例
　上記実施形態では、特殊制御が実行される場合、最後の報知箇所２０である特定報知箇
所２０ｓにて大当たりの報知がなされることを説明したが、特定報知箇所２０ｓで報知が
なされるとは限られない構成としてもよい。具体的には、対象報知箇所２０Ｔとして仮決
定された報知箇所２０（通常報知箇所２０ｎ）に対応する事前箇所１０において操作手段
５０の操作がなされなかった（所定条件が満たされなかった）場合、次の報知箇所２０に
対応する事前箇所１０において操作手段５０の操作がなされたときには、当該報知箇所２
０において大当たりの報知がなされるようにする。
【００３６】
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　例えば、内部抽選により、第一報知箇所２１が対象報知箇所２０Ｔとして決定され、第
一事前箇所１１においては操作手段５０の操作がなされずに、当該第一報知箇所２１では
大当たりの報知がなされなかったものとする。その後、第二事前箇所１２において操作手
段５０の操作がなされた場合には、それに対応する第二報知箇所２２にて大当たりの報知
がなされる（図７参照）。さらに、第二事前箇所１２にて操作手段５０の操作がなされな
かった場合には、それに対応する第二報知箇所２２にて大当たりの報知がなされないが、
その後、第三事前箇所１３において操作手段５０の操作がなされた場合には、それに対応
する第三報知箇所２３にて大当たりの報知がなされる（図８参照）。そして、第三事前箇
所１３にて操作手段５０の操作がなされずに第三報知箇所２３にて大当たりの報知がなさ
れなかった場合には、第四事前箇所１４にて操作手段５０の操作がなされるか否かに拘わ
らず、第四報知箇所２４にて大当たりの報知がなされる（図９参照）。
【００３７】
　このように、ある事前箇所１０にて操作手段５０の操作がなされなかったがゆえにそれ
に対応する報知箇所２０にて大当たりの報知がなされなかった場合（特殊制御実行時）に
は、その事前箇所１０の次の事前箇所１０にて操作手段５０の操作がなされるか否かに応
じてそれに対応する報知箇所２０にて大当たりの報知がなされるか否かが決まるように構
成されていてもよい。
【００３８】
　本例のような構成とすれば、遊技者は、次のような楽しみ方もできる。例えば、上記実
施形態のように第一報知箇所２１～第四報知箇所２４が設定された構成において、第一事
前箇所１１や第二事前箇所１２では操作手段５０を操作せず、第三事前箇所１３で操作手
段５０を操作したとする。この場合には、予め内部抽選により第三報知箇所２３が対象報
知箇所２０Ｔとして仮決定されたケースが発生したときでなく、第一事前箇所１１や第二
事前箇所１２が対象報知演出として仮決定されたケースが発生したときにも、第三事前箇
所１３での操作を契機として成功演出が発生することになる。つまり、第一報知箇所２１
が対象報知箇所２０Ｔとして設定される確率、第二報知箇所２２が対象報知箇所２０Ｔと
して設定される確率、第三報知箇所２３が対象報知箇所２０Ｔとして設定される確率を全
て集約させ、第三事前箇所１３での操作を契機として第三報知箇所２３にて大当たりであ
るか否か（成功演出が発生するどうかか）が示される態様となる。すなわち、一の特定演
出においてはじめて操作手段５０を操作するタイミングを後半にするほど（後半の事前箇
所１０にするほど）、当該操作を契機として成功演出が発生する蓋然性が高まるという面
白みのある演出態様とすることが可能である。
【００３９】
○第二具体例
　上記実施形態では、事前箇所１０の操作有効期間中に操作手段５０が操作されることが
「所定条件の成立」として設定されていることを説明したが、当該所定条件は種々の観点
から設定することが可能である。
【００４０】
　例えば、遊技者の身体の一部を検出可能なセンサを設け、事前箇所１０において遊技者
が自らの手等を当該センサの検出範囲に差し入れることを「所定条件の成立」として設定
することが考えられる。また、事前箇所１０において遊技球の発射を促し、遊技球が所定
の領域に遊技球が進入することを「所定条件の成立」として設定することが考えられる。
つまり、遊技者の行為に起因して成立するような条件を所定条件として設定すればよい。
【００４１】
○第三具体例
　上記実施形態では、特定演出により、当否判定結果（大当たりか否か）が報知されるこ
とを説明したが、これに限られるものではない。特定演出により、遊技者に有利な事象が
発生するか否かが報知されるものであればよい。例えば、特定演出の結末として成功結末
と失敗結末が設定されており、成功結末となった場合には、当否判定結果が大当たりとな
る蓋然性が高まる構成としてもよい。
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【００４２】
○第四具体例
　内部抽選により大当たりを報知する対象報知箇所２０Ｔとして、特定報知箇所２０ｓ（
上記実施形態でいう第四報知箇所２４）が仮決定されない構成とする。つまり、通常報知
箇所２０ｎ（上記実施形態でいう第一報知箇所２１～第三報知箇所２３）のみが、対象報
知箇所２０Ｔとされる可能性があるものとする。このような構成とすれば、特定報知箇所
２０ｓにて大当たりが報知されるのは、対象報知箇所２０Ｔに対応する対象事前箇所１０
Ｔにおいて操作手段５０が操作されなかった場合（所定条件が満たされなかった場合）に
限られる。すなわち、特定報知箇所２０ｓにおける大当たりの報知は、基本制御が行われ
るときには発生しないものとし、特殊制御が行われるとき限定で発生するものとなるから
、敢えて通常報知箇所２０ｎに対応する事前箇所１０にて操作手段５０を操作せずに、特
定報知箇所２０ｓにおける報知に期待するという楽しみ方が提供できる。
【００４３】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４４】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
【００４５】
・手段１
　複数の報知箇所、および、当該複数の報知箇所のそれぞれに対応づけられたものであっ
て当該複数の報知箇所よりも前に設定される事前箇所を含み、遊技者に有利な事象が発生
する場合には、前記複数の報知箇所のいずれかにて当該事象が発生することを報知する特
定演出を実行する演出実行手段を備え、
　前記特定演出における前記複数の報知箇所のうちの最後である特定報知箇所以外の一ま
たは複数の通常報知箇所については、対応する前記事前箇所にて所定条件が満たされない
限り、遊技者に有利な事象が発生することの報知がなされないことを特徴とする遊技機。
　上記遊技機によれば、遊技者に有利な事象が発生するタイミング（報知箇所）が変化し
うるから、遊技の趣向性を向上させることが可能である。
【００４６】
・手段２
　遊技者が操作可能な操作手段を備え、
　前記事前箇所は、遊技者に対し、前記操作手段の操作が要求されるものであり、
　前記通常報知箇所については、対応する前記事前箇所における前記操作手段の操作が要
求される通りのものとならない限り、遊技者に有利な事象が発生することの報知がなされ
ないことを特徴とする手段１に記載の遊技機。
　このような構成とすれば、操作手段の操作意欲を向上させることが可能である。
【００４７】
・手段３
　前記所定条件が満たされた場合にはある前記通常報知箇所において遊技者に有利な事象
が発生することの報知がなされることが決定されたものの、当該ある通常報知箇所に対応
する前記事前箇所にて前記所定条件が満たされずに当該事象が発生することの報知がなさ
れなかったとき、当該ある通常報知箇所の次の通常報知箇所に対応する前記事前箇所にて
前記所定条件が満たされた場合には、当該次の通常報知箇所にて当該事象が発生すること
の報知がなされることを特徴とする手段１または手段２に記載の遊技機。
　このように、本来であれば有利な事象の発生についての報知がなされる報知箇所におい
て報知がなされなかった場合には、次の報知箇所において報知がなされる可能性がある構
成とすることで、報知タイミングが種々変化しうるものとすることが可能である。
【００４８】
・手段４
　前記所定条件が満たされた場合にはある前記通常報知箇所において遊技者に有利な事象
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する前記事前箇所にて前記所定条件が満たされずに当該事象が発生することの報知がなさ
れなかったときには、前記特定報知箇所にて当該事象が発生することの報知がなされるこ
とを特徴とする手段１または手段２に記載の遊技機。
　このように、本来であれば有利な事象の発生についての報知がなされる報知箇所におい
て報知がなされなかった場合には、最後の報知箇所である特定報知箇所において報知がな
される構成とすることで、最後の報知箇所での報知に期待がもてる遊技性とすることが可
能である。
【符号の説明】
【００４９】
１　遊技機
１０　事前箇所
１１～１４　第一事前箇所～第四事前箇所
１０Ｔ　対象事前箇所
２０　報知箇所
２１～２４　第一報知箇所～第四報知箇所
２０ｎ　通常報知箇所
２０ｓ　特定報知箇所
２０Ｔ　対象報知箇所
５０　操作手段
９１　表示装置
９１１　表示領域

【図１】 【図２】
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